
環境戦略と指標

「善の巡環」 他人の利益を図らずして自らの繁栄はない

企業は社会の重要な構成員であり、共存してこそ存続でき、その利点を分かち合うことにより、社会からその存在価値が認められる

―。YKK創業者の��田忠雄は、事業を進めるにあたり、その点について最大の関心を払い、お互いに繁栄する道を考えました。事業

活動の中で発明や創意工夫をこらし、常に新しい価値を創造することによって事業の発展を図ることが、お得意様、お取引先の繁栄

につながり、社会貢献できると考えたのです。このような考え方を「善の巡環」と称し、常に事業活動の基本としてきました。私た

ちはこの考え方を受け継ぎ、YKK精神としています。

YKK精神

「更なるCORPORATE VALUEを求めて」

経営理念

YKKは、更なるCORPORATE VALUE（企業価値）を求めて、 

7つの分野に新たなQUALITY（質）を追求します。

YKKグループが「善の巡環」の精神に基づく経営理念として掲げるのが「更なるCORPORATE VALUEを求めて」です。私たちはお

客様に喜ばれ、社会に評価され、社員が誇りと喜びを持って働ける会社でありたいと考えています。そのための手段として、商品、

技術、経営の質を高めていきます。そして、これらを実践するにあたって常に根底にあるのが「公正」であり、これをあらゆる経営

活動の基盤としています。
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「Architectural Productsで社会を幸せにする会社。」

パーパス

いつの時代も私たちは、建築文化の根幹にあるArt（美しさ）とTechnology（技術力）にこだわり続けながら、 

好奇心と探究心により、価値ある建築パーツ「Architectural Products」を生み出し、 

人と自然、未来をつなぎ、幸せな社会を実現します。

2021年、私たちYKK APは、新しいコーポレートメッセージ「パーパス」を策定しました。社名である「AP（Architectural 

Products）」にこだわり、お客様やお取引先の想いに応える商品を提供し続けることで、お客様やお取引先、そして社会に貢献する

会社であり続ける―。YKK APはこの想いを受け継ぎながら、事業を通して幸せな社会をつくることを自らの存在意義として、事業

活動を行っています。
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環境戦略と指標

トップメッセージ

代表取締役社長

サステナビリティ経営で社会を幸せにする会社へ

2020年度の事業概況

コロナ禍におけるニーズの変化が追い風に

新型コロナウイルス感染症の拡大により多くの方の健康や日常生

活が脅かされ、世界経済も大きな影響を受けました。当社も市場の

ボリューム減少の影響が大きく2020年度は減収減益ですが、在宅

勤務や外出自粛を受けた消費者の居住環境向上に対するニーズによ

り、窓への関心が高まり、今後につながるきっかけをつかむことが

できました。

　首都圏を中心に樹脂窓需要は前年を大きく上回り、シャッターな

どの防災商品も好調で、エクステリア事業ではさらなる伸びが期待

されています。ビル事業は新型コロナウイルスの影響を大きく受け

ましたが、市場が回復すれば住宅とエクステリア、ビルの3本柱で

の成長が可能です。

アフターコロナに対応したワークスタイルに挑戦

オンラインによる営業活動で、BtoC分野に対して新たな接点を持てたことは大きな成果です。WEB展示会は目標の6倍近い延べ27

万人もの方に訪問いただきました。この分野をさらに伸ばすべく体制を強化します。

　一方で、新型コロナウイルスにより大きく変わった社員の働き方に対して、テレワーク勤務によるストレス対策や、テレワークで

きない工場勤務社員の福利厚生や職場環境の改善を課題と捉えています。

海外事業会社の再編完了、売上増に期待

　中国ではターゲットである超高級不動産市場が低迷し、売上が減少しました。米国では主力のビル建材は厳しい状況ですが、住宅

建材では過去最高の売上高となりました。

　そのような中で、2020年9月にYKKグループの海外AP事業会社16社の当社への再編が完了しました。資本と事業運営の一体化によ

り、一層スピード感ある経営体制とし、海外での売上増と事業拡大を目指します。

サステナビリティへの取り組み

“社会への貢献”が社員の共感を生む

サステナビリティ経営に取り組んできて、当社の方向性に社員の共感を得られたことは大きな成果です。当社の最大の強みは社員

力。社員の賛同、共感は非常に重要です。

　社会貢献に寄与することによって社員の会社への愛着が高まり、社会にも当社の存在意義が認知されると考え、健康、防災・減

災、省エネなどの社会の要請に応える商品開発に努めます。また、当社は2050年のカーボンニュートラル実現を目指しており、自社

2CO 排出量削減に加え、商品の使用段階におけるCO2削減貢献量の拡大という2つの視点での投資と新技術の開発を進めていきます。

YKK AP環境報告書2021

3



中長期視点の経営テーマ

第6次中期経営計画 事業方針について

　2021年度から2024年度までの新中期経営計画の事業方針は、「商品による社会価値の提供とモノづくり改革の実現」としまし

た。社会の要請に応える商品と技術力の強化で、より社会から求められる企業を目指します。その中で、ビル事業強化に向けた新工

場建設、住宅事業におけるさらなる増販を進めます。また新たに設けた工機技術部は、設備開発、機械製造のエンジニアリング機能

を有し、商品開発のスピードアップやスマートファクトリーなど新たな技術開発に挑戦します。海外では事業再編の効果を生かし、

新規市場・新規事業の検討、他社提携を視野に入れ、事業拡大を進めます。

社会を幸せにする事業・商品を展開

　これら事業の基盤として、新たにYKK APの存在意義を表す「パーパス」を策定しました。「Architectural Productsで社会を幸せ

にする会社。」という言葉は、事業を通した社会貢献、社会課題解決への決意でもあります。この想いを世界中のYKK APグループ

全社員で共有し、“社会を幸せにする”事業・商品を展開していきます。

＜環境への取り組み経緯と2050年の目指す姿＞

＜YKK AP環境経営方針＞

YKK AP環境経営方針

ライフサイクルの全ての段階で環境価値を創出
～人と自然が共生する未来へ～

YKK APは、次世代に対してより良い社会・環境をつくるために、 

技術革新による新しい価値の創造、環境負荷ゼロに挑戦します。
●バリューチェーン全体で環境課題解決への貢献と環境負荷低減に取り組みます。

●環境課題として、気候変動、資源循環、水、生物多様性に取り組みます。

●多様な人材を基盤とし、未来を見据えて新たな環境価値創出に取り組みます。

2021年4月1日
YKK AP環境政策委員長

YKK AP株式会社　代表取締役社長

YKK AP環境報告書2021

4



環境戦略と指標

マテリアリティと環境戦略

　YKK APのマテリアリティやYKKグループ環境ビジョン2050から特定された環境関連項目に対して、「研究・開発・検証」から

「資材調達」「製造・物流」での環境価値の創出はもとより、「施工」「販売」「商品使用」の段階においても環境課題の解決へ取

り組んでいます。

そして、2050年カーボンニュートラルの実現を見据えて、それぞれの取り組みを強化していきます。

YKK APのマテリアリティ

　YKK APでは、持続的な成長を牽引する、経済・環境・社会テーマにおける戦略的な取り組みとして、マテリアリティを特定しま

した。マテリアリティに取り組むことは、YKK精神、経営理念、パーパスの実践そのものです。「社会を幸せにする」というパーパ

スを実現するために、優先するべきマテリアリティへ資本やリソースを投下し、それぞれの事業が第6次中期経営計画を実践するこ

とで、社会価値と経済価値を生み出します。
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YKK APのサステナビリティマネジメント体系

　パーパスをベースとして策定した当社のマテリアリティに対し、それぞれ関連するSDGsのターゲットを整理しています。 

製販技管を担当する4名の取締役がSDGs17ゴールそれぞれの推進者となり、自らSDGsの169のターゲットから取り組む内容を設定

し、マテリアリティの強い推進体制を担っています。
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YKKグループ環境ビジョン2050

　YKKグループ全体で更に高いレベルの環境経営を実現するため、2019年4月、環境への取り組みの長期的な方向性を示す「YKKグ

ループ環境ビジョン2050」を策定しました。

「気候変動への対応」「資源の活用」「水の持続的利用」「自然との共生」という4つの項目それぞれに対して、2050年の将来予

測と目指す姿を踏まえ、YKK APの環境政策における重要課題の抽出、特定と環境行動計画への反映を行っています。

気候変動への対応

　地球規模で起こっている気候の変動は、地球上に住むあ

らゆる生物にとって重要な問題となっています。この問題

に対応することは社会の構成員としての責務であるととら

え、CO をはじめとした温室効果ガスの削減や気候変動への

適応に取り組みます。

水の持続的利用

　水は生命維持やあらゆる産業にとって欠かせない資源で

ある一方、国や地域によって利用できる量や質が大きく変

化します。社会との共存共栄を目指すわれわれにとって、

地域と共に水資源を持続的に利用することは重要な課題で

あるととらえ、取水量の削減や排水の環境負荷低減等に取

り組みます。

資源の活用

ファスナーや窓をはじめとした商品を作るメーカーとし

て、その材料となる各種の資源は不可欠な存在です。将来

世代にわたり、われわれの商品を安定して提供していくた

めにも、限りある資源を最大限有効に活用するとともに、

ライフサイクルを通じて発生する廃棄物を資源とする活動

に取り組みます。

自然との共生

　大気の安定や水の浄化、食料の提供、レクリエーション

の場など、自然は豊かな生活に欠かせない存在です。将来

世代にわたり、豊かな生活を残すため、自然保護や環境負

荷の低減等に取り組みます。

2
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YKK APの環境関連のリスク・機会

　YKK APの事業活動に関わる環境関連のリスク（●）と機会（●）を以下のように抽出しました。機会については、社会にとって

も自社の成長にとっても良いこと（社会にとってプラスとなる貢献●）なので、さらに伸ばしていくべき課題、リスクについてはそ

の影響をさらに小さくする（地球環境負荷となるものを極力少なくする＝”ゼロ”をめざす●）ことで持続可能な社会に貢献できる

と考えます。

　YKK APは、環境経営方針を受けて、環境マネジメントシステムを継続的に改善しながら、ライフサイクルの全ての段階で環境価

値を創出するとともに、環境負荷ゼロに向けた グローバルな環境負荷低減活動を実践します。 

特に、以下の4つの環境課題について、目標を設定し、その達成に向けて行動します。

気候変動

資源循環

水

水の持続的利用に向け、事業活動における水の循環利用や排水の環境負荷低減に 取り組みます。

生物多様性

自然と共生し、地域・社会に貢献する人材の育成と全員参加型環境活動を実践します。  

温室効果ガス削減に寄与する商品や気候変動対策商品を積極的に開発・販売します。 

また、事業活動やバリューチェーンからの温室効果ガス排出ゼロに向けて、効率的な エネルギー使用と再生可

能エネルギーの導入を推進します。 

資源投入量を最小化するために、材料の社内外循環利用と包装資材の削減に取り 組みます。また、事業活動に

おける廃棄物排出量の最小化に向け、分別の徹底と有価物化を進めます。 

2021年度　YKK AP環境方針、行動計画
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環境戦略と指標

目標と実績

　YKK APでは4年ごとに中期環境経営⽅針、環境事業計画を策定し、数値⽬標を掲げて取り組んでいます。 

　第5次中期環境事業計画（2017年度〜2020年度）では、2050年のあるべき姿に向けて、2020年度に達成すべき中期到達⽬標を掲

げ、そこから各年度の数値⽬標とアクションプランに落とし込み、実⾏しました。

　最終年度である2020年度は、より一層「商品」と「モノづくり」を基軸とした環境政策を進め、当初数値目標を上回る達成を実現

しました。

2020年度総括

　環境政策として、社会にとってプラスとなる貢献（エコ商品・サービスの開発、提供、普及、ステークホルダーとのコミュニケー

ションの強化、環境⼈材の育成）と、社会への環境影響の最⼩化（グローバルな環境経営度向上、気候変動リスクに対応したモノづ

くり）を重点課題として進めてきました。

　社会にプラスの貢献では、建築物のエネルギー消費量の削減に貢献する高断熱窓や大型化する台風に対応するシャッターや豪雪に

対応するカーポート、コロナ禍に対応した様々な換気商品などの開発・販売・普及を進めました。

　社会への環境影響の最⼩化では、製造現場の徹底した省エネ、分別や排出方法の工夫による廃棄物の削減、水の使用量削減や循環

利用、再生利用による取水量の削減、化学物質排出量の削減を実施し、当初の目標を上回る達成となりました。

※達成度・・・　◎：計画以上　○：計画通り　△：一部未達（＞90%）　✕：未達

取り組みテーマ KPI
基準年度

(2013年度)

2020年度

目標 実績 達成度

社
会
に
プ
ラ
ス
の
貢
献

エコ商品・サービスの開
発・提供・普及

・エコプロダクツ開発比率
(当年度のエコ商品数÷当年度
新規開発商品数)

100％ 100％ 100％ ○

ステークホルダーとのコ
ミュニケーション強化

・社外への環境情報の
発信件数

4件/年 4件以上/年 5件 ○

環境人材の育成
・従業員のエコアクション
参加率

ー 80％以上 94％ ○

社
会
へ
の
環
境
影
響
を
最
小
化

グローバル環境経営度の
向上

・国内、海外の
公害・環境問題発生件数

0件 0件 0件 ○

気
候
変
動
リ
ス
ク
対
応

エネルギー削減
(CO )

・エネルギー原単位：出荷高当
たりのエネルギー使用量

・CO 排出量

・原単位：
2013年度を100
・CO 排出量：

2013年度を100

・原単位：
(国内) 13％削減
・CO 排出量：

(国内・海外) 
23％削減

・原単位：
(国内) 13％削
減
・CO 排出量：

(国内・海外) 
30％削減

◎

資源循環・
廃棄物管理

・リサイクル率：再資源化量
÷(再資源化量＋最終処分排気
量)

・原単位：出荷高当たりの廃棄
物量

・リサイクル率：
(国内) 99％
(海外) 91％
・原単位：

2013年度を100

・リサイクル率：
(国内) 100％
(海外) 91％
・原単位：

(国内) 30％削減

・リサイクル率：
(国内) 100％
(海外) 91％
・原単位：

(国内) 30％削
減

○

水資源保全
・水原単位：売上高当たりの水
使用量

・原単位：
2013年度を100

・原単位：
(国内・海外)
25％削減

・原単位：
(国内・海外)
25％削減

○

化学物質管理
・PRTR対象物質の
排出量削減率

・排出量：
2013年度を100

・排出量：
(国内) 27％削減

・排出量：
(国内) 32％削
減

◎

2
2

2
2

2

　2021～2024年度の新たな環境政策では、環境経営方針に掲げる「ライフサイクルの全ての段階で環境価値の創出」を目指し、各

ステージで「気候変動」「資源循環」「水」「生物多様性」に取り組みます。
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2021～2024年度　環境目標

2021年度の数値目標とアクションプラン

　2024年度までの目標達成に向け、2021年度は以下の数値目標を掲げ、その達成に向けたアクションプランに取り組みます。

テーマ・指標
2021年度 環境活動計画

目標（2013比） アクションプラン

環境コンプライアン
ス

公害・環境問題 0件 ・指摘事項・グッドポイントの水平展開

環境人材
環境教育受講率（自覚教育、廃棄物） 100％ ・漏れのない効率的なオンライン教育

SDGsアクション参加率（国内） 95％以上 ・社員自らが考え行動する活動

環
境
課
題

気候変動

商品のCO 削減貢献量（国内）
901千ｔ-CO
（226％）

・樹脂窓拡販

CO 排出量（国内・海外）
301千t-CO
（▲30％）

・太陽光発電導入拡大

エネルギー原単位（国内） ▲1.3％ ・省エネチェックグローバル展開

資源循環
包装資材原単位（国内・2018比） ▲10％ ・リターナブル化

廃棄物原単位（国内） ▲35％ ・RPF設備導入

水 水原単位（国内・海外） ▲29％ ・循環利用水平展開、上水の削減

生物多様性
六価クロムフリー - ・サプライヤーとの意見交換

社会貢献件数 全拠点2件以上 ・地域・自然と共生する環境保全活動

2
2

2
2
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環境戦略と指標

「北海道グリーン・ビズ認定制度」の創意あふれる取組部門に認定

　「APW 430」の省エネ効果と普及活動が北海道での環境配慮への取り組みとして認められ、2020年4月、住宅本部北海道支社が

「北海道グリーン・ビズ認定制度」の特別枠「創意あふれる取組部門」で認定されました。本認定制度は環境に配慮した自主的な取

り組みを実施し、北海道の環境の保全及び創造に貢献する事業所等を北海道が登録・認定するものです。

北海道グリーン・ビズ認定制度 
「創意あふれる取組部門」認定証

「APW 430」

環境に関する社会的評価

水資源保護の取り組みが評価され「Clean Water Heroes」選出

　YKK APアメリカ社ダブリン工場は、2020年10月、米国ジョージア州水質保護連合が主催する「Georgia’s 2020 Clean 13

Report」で、水資源保護に取り組む団体として「Clean Water Heroes」に選出されました。 

　ダブリン工場では、社内で発生するアルミ廃棄物や製造工程における副産物の再資源化に取り組んでおり、さらに工場の水使用量

を5年間で16％削減していること、工場からの排水中の規制物質を80～90％除去し、得られた副産物をリサイクルしていることが評

価されました。

ダブリン工場の排水処理システム 古紙リサイクルの様子
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環境貢献により「企業格付けブルー」を獲得

　YKK APインドネシア社は、2020年12月、インドネシア環境林業省による企業格付プログラム「PROPER」でブルーを獲得し、環

境大臣より表彰されました。PROPERは、上位からゴールド、グリーン、ブルー、レッド、ブラックの順で格付けしており、インド

ネシアでの環境に関する評価として最も権威のあるものの一つです。

　マングローブの植林や水産養殖と水耕栽培を掛け合わせたアクアポニックスの支援活動、プラスチックごみを減らすための弁当箱

の寄贈など、環境活動に積極的に取り組んでおり、こういった活動が評価につながりました。

貴重なマングローブを保護するための活動 ナマズとヨウサイを地元住民に提供するアクアポニックス支援活動
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